
文化財課
☎0920（54）2341対馬歴史人物伝
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縄文時代の越高に住んだ人々

 ～郷土をつくった人々～ わがまち再発
見

◆올해는 좋은 일만 가득하세요. 

◆건강한 한 해 되세요.  

◆하시는 일이 다 잘 되길 바랍니다.  

あんにょん！韓国語 問い合わせ／文化交流・自然共生課　☎0920（53）6111
　　　　　　上対馬振興部地域振興課　☎0920（86）3111
　　　　　　

＜新年の挨拶「덕담徳談」に関する韓国語＞
　2020年はどんな１年でしたか？2021年、皆さんに去年より良いことがたく
さんありますように！韓国人が良く使う新年の挨拶「덕담徳談：幸せや成功を
祈る言葉」をご紹介します。ぜひ使ってみてください。

今年は良いことだけが
たくさんありますように。

健康な1年を過ごしてください。

全てがうまくいきますように。

オレヌン チョウン イルマン カドゥカセヨ

コンガンハン ハン へ テセヨ

ハシヌン イリ タ チャル テギル パラムニダ

対馬市国際交流員

李　庚津
イ・キョンジン

このコーナーでは毎月、生活に使える韓国語のフレーズをテーマに沿って紹介します。

トクダム

トクダム

越高の集落と遺跡遠景（上県町）
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あ　べ　　はんざぶろう

　上県町の越高漁港に隣接する仁田湾内の海岸では、漂着
ごみに混ざって、まれに土器の破片や黒曜石が見つかるこ
とがあります。これらは、海岸の背後にある越高遺跡から
土砂と一緒に流出したものです。昭和51（1976）年以降、
越高遺跡では断続的に発掘調査が行われており、海岸沿い
の崖やその前面の土中から多数の土器や石器が発見されて
います。科学分析や土器分析の結果、越高遺跡周辺では、
約7000年前（縄文時代）にはすでに人々が生活していた
ことがわかっています。それでは当時、越高にはどのよう
な人々が住んでいたのでしょうか。それを知る手がかりは、遺跡で見つかった土器や遺構にあります。
　越高遺跡で出土した土器には、縄文土器と文様の異なる土器が多く含まれています。これらは、韓国の南海
岸で見つかっている土器と同様の文様を示しています。この他にも、韓国で見られる型式と類似する炉跡遺構
が見つかっています。このような発掘調査の成果をもとにして、朝鮮半島から渡ってきた人々が、火を起こし
ながら越高に一定期間定住していたと考えられています。
　また、朝鮮半島式の土器に対馬の土が使われている点も注目されます。対馬で採取した土を使って現地で土
器を焼いたということは、朝鮮半島から渡ってきた人々が現地の人々と友好な関係を築いていた証拠となりま
す。縄文時代の越高に住んでいた人々の生活は、その後長く続く日韓交流の原点と言えるかもしれません。

　　　　次回は、初代対馬中学校校長「阿部 判三郎」を紹介します。



けあい通信すた
Vol.39 問い合わせ　対馬市社会福祉協議会　☎0920（58）1432

　　　　　対馬市地域包括ケア推進課　☎0920（53）6111
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島おこし協働隊 活動レポートVol.12

問い合わせ　しまの力創生課　☎0920（53）6111 対馬市島おこし協働隊facebookページ↑

グローカル大学の
情報はこちら!

今回は、学生研究員の 高田 陽 隊員の活動を紹介します。
　今年度から、対馬グローカル大学という市民向けの教育プログラムを開講しました。7月に対馬市
が選定されたSDGs未来都市として、持続的な開発目標（SDGs）のひとつ「全ての人に質の高い教
育」を実践するため、さまざまな講義やゼミ活動（少人数での勉強会）を開催しています。開講一期
目から新型コロナウイルスという壁にぶつかりましたが、オンライン形式をとることで活動を進めて
います。

　対馬グローカル大学で、みんなで対馬について考える時間はとても楽し
いです。受講生の中には初めてZoom（オンライン会議システム）を使う方
も多く、大変なこともあるかと思いますが、オンラインにすることで南北
に縦長い対馬でも交流がしやすくなりました。
　ゼミではグループに分かれ、対馬の生き物調査、ビジネスプランづくり、
新しい産品づくり、SDGsに関する施策研究や環境教育プログラムづくりな
どを島内外の受講生や大学の先生と進めています。
　市民の皆さまにお知らせです。環境ゼミでは、皆さまから生き物や風景
の写真、正月料理の写真を集める市民参加型の調査を始めました。そして、
オンラインでの参加方法が分からない・難しいという方を対象に2月下旬に
スマホ・パソコンでできるZoomの使い方講座を開催します。いずれも「対
馬グローカル大学」で検索してホームページをご覧ください。
※ゼミ：特定の分野について、少人数で研究や議論等を通じて学べる授業です。

た か だ よう

やすらぎの家“ぼちぼち”　住所：美津島町根緒7番地8　電話：0920（54）5600（やすらぎの里：担当　沖本・黒岩）
※開催の詳細は、やすらぎの里のホームページに掲載しています。

　今回は、地域包括ケア推進課から、美津島町根緒のグループホームやすらぎの里にある多目的サロン“Calm
（カルム）の杜”で実施された「やすらぎの家 ぼちぼち」の創設式にお邪魔したときの様子をご報告します！
　「やすらぎの家 ぼちぼち」は、地域住民の方々が交流し、楽しみながら、生きがいや、やりがいのある生
活を送ることを目的として、令和2年11月1日より毎月2回の予定で活動を開始しました。
　創設式では、開設者からのあいさつに引き続き、厳原町の国昌寺ご住職による「前向きに生きるための考え
方や終活について」のお話がありました。また、参加者を対象に認知症サポーターの養成講座も開催されまし
た。参加者は、自分の身の周りの大切な方や出来事に思いをはせながら、老いや認知症について理解を深め、
地域で支えあうことの大切さを感じる機会になったようでした。
　なお、多目的サロン“Calm（カルム）の杜”は、事前相談・予約すれば、友達同士や趣味仲間での会合など
にも利用できるそうです（有料）。

創設式は11月27日に、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら実施されました。

若い方からご高齢の方
までが気負わず仲良く
集える地域づくりが進
んでいます。
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問い合わせ　日本年金機構長崎北年金事務所　
　　　　　　　☎095（861）1354

年 金 コ ー ナ ー
お得な国民年金付加保険料制度のご案内
　付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円）を納めることにより、
老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
　この制度では付加保険料を1月納めるごとに付加年金が年額200円増えるようになっています。
　付加年金を2年間受給すると、納付額の同額を受け取ったことになります。
　付加保険料を納めるためには申し込みが必要で、申し込みした月分から付加保険料を納めることにな
ります。
　お手続きをご希望の方は、年金事務所または市役
所国民年金担当窓口までおたずねください。

○と　き　2月17日（水）14：00～17：00
　ところ　峰行政サービスセンター
○と　き　2月18日（木）9：00～15：00
　ところ　上対馬総合センター

長崎北年金事務所の出張年金相談

★年金相談は予約制です。相談時間枠
には限りがありますので、お客様の
ご希望に添えない場合もございます。
★予約受付期限　2月12日（金）まで
★予約先　☎095（861）1387

問い合わせ
対馬市消費生活相談所　☎0920（52）8322
長崎県消費生活センター　☎095（824）0999対馬市消費生活相談所だより

要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

　SMSに記載のURLをタップすると、不審なアプリのインストールを促され、宅配事業者名偽SMSが
自身の端末から多数送信されます。ID・パスワード等を盗み取られる詐欺サイトに誘導されてクレジッ
トカードなどの個人情報を不正使用されます。コンピューターウイルスに感染といった恐れがあります。
困った時は、対馬市消費生活相談所にご相談ください。

【相談事例】スマートフォンに「お荷物のお届けに来ましたが、
不在の為持ち帰りました。ご確認ください」とURLが記載された
SMS（ショートメッセージサービス）が届いた。記載されたURL
を開いて、アプリをインストールしたところ、1日100通以上の
SMSが勝手に誰かに送られていた。今後、どうしたらいいか。

宅配便の不在通知を装ったSMS（ショートメッセージサービス）に注意！！

【消費者へのアドバイス】URLをタップしてしまい、不審なサイトからアプリ
をインストールしてしまった場合は、通信を無効にして、不正アプリのアンイ
ンストールやアカウントのパスワード変更をしてください。対応が難しい場合
は、「情報処理推進機構（IPA）」の情報を基にスマホの初期化やパスワード
等の変更などを行ってください。届いたメールに書かれていた連絡先やURL先
から確認してはいけません。
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青山 美智子/著

つしま図書館
☎0920（52）3900

　朝目覚めると、腕に
「神様当番」と大きな
文字が！「神様」と名
乗るおじいさんの願い
を叶えないと消えない
ようで…。笑って泣け
るエンタメ小説。

　介護トラブルや詐欺に
遭ったときの対処法。相
続や熟年離婚にも役に立
つ知識。いざというとき
便利で分かりやすい、シ
ニアのための法律書。 

ジョン・エイジー/著・画 
なかにし ちかこ/訳

　絵本の真ん中にそび
えたつかべ。かべの
こっちがわは安全だと
思っていたけど、本当
かな？見方を変えると、
世界も変わるのです。

鶴岡 そらやす/著 
 一芒/画

　家族の形や、好きな
人、好きなもの。よく耳
にするけれど「ふつ
う」ってなんだろう？
ひとりひとりが違うこ
の世界を、君が君らし
く生きていくために。
ぜひ読んでみてください。

日 月 火 水 木 金 土
2月の休館日 休館日

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

一
般
書

児
童
書

2月1日は、市税・国保税
8期の納期限です。

税務課

27日（水）・28日（木）・29日（金）
各振興部・行政サービスセンター
28日（木）・29日（金）

税務課夜間窓口
問い合わせ
税務課　☎0920（53）6111

1
月

※夜間窓口は、
　毎月末の3日間を予定しています。
　（各振興部・行政サービスセンターでは2日間を予定）

午後8時まで開いています

蔵書点検にともなう休館のお知らせ
　2月5日（金）から2月18日（木）まで、つしま図書館は休館となります。
　上記期間は、返却ボックスをご利用ください。

住田 裕子/著

ただいま神様当番 シニア六法 かべのあっちとこっち
おやこで話す
はじめてのLGBTs

新刊 新刊新刊 新刊

比田勝～博多航路の混乗便は、
当分の間運休します。

　新型コロナウイルス感染防止策のため、比田
勝・博多航路の混乗便は3月7日から運休しており
ますが、長引く国際航路の運休により、引き続き、
当分の間運休することとなりました。
　大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いた
だきますようお願いいたします。
　運休に関するお問い合わせは、下記までお願い
します。

　　　　 　－ 問い合わせ －
JR九州高速船（株）☎092（281）2361
対馬市政策企画課　☎0920（53）6111
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